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焼肉 庄田軒 神戸市長田区 駒栄町２－１－１０ 飲食店 JS-0002-6612

焼肉スマイル 寿苑 神戸市長田区 細田町３－６－２ 飲食店 JS-0002-9412

居酒屋大本店 神戸市長田区 若松町２－１－１６　マンボーウエルネスビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9493

直太郎 神戸市長田区 若松町２－１－９　ピアザビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9305

新長田中華食堂房＇ s 神戸市長田区 若松町２－２－１５　エスタプレシオス１０８号 飲食店 SL-2000-0674

焼肉富士 神戸市長田区 若松町３－１－１　フレールアスタ若松 飲食店 SL-2001-0561

さとり 神戸市長田区 若松町３－１－２　アスタピア新長田駅前通１０７ 飲食店 JS-0005-9265

居酒屋大新長田駅前店 神戸市長田区 若松町３－２－１５　アスタピア新長田エスタプレシオス２０３　 飲食店 ZN-0001-9496

ルーチェドーロ 神戸市長田区 若松町３－２－１５　エスタプレシオス１Ｆ 飲食店 JS-0004-2376

韓国家庭料理 あんじゃあんじゃ 神戸市長田区 若松町４－４－１０　アスタクエスタ北斗１０３ 飲食店 JS-0000-6834

韓ソリ 神戸市長田区 松野通１－５－１６　国際ビル４Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9542

羅州 はやしや 神戸市長田区 松野通３－２－５ 飲食店 JS-0000-0429

ひさもり 神戸市長田区 水笠通４－１－１　ルータス水笠１Ｆ　 飲食店 ZN-2000-3467

海やびの 神戸市長田区 水笠通４－１－１２ 飲食店 JS-0000-4999

お食事処 なつき 神戸市長田区 長楽町２－３－８　１Ｆ 飲食店 JS-0000-5800

おかもと 神戸市長田区 長楽町２－３－８　内海ビル２Ｆ 飲食店 JS-0000-5937

Erin 神戸市長田区 北町１－４１－１ 飲食店 JS-0005-0908

焼肉六甲 長田店 神戸市長田区 北町２－２９－２　メルスィービル２Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9206

吉鳥高速長田駅前店 神戸市長田区 北町２－６２　きさらぎコーポ１０２　 飲食店 ZN-0001-9399

焼肉あじ楽 神戸本店 神戸市長田区 浪松町４－１－４ 飲食店 JS-0001-1159

ごはんや 千 神戸市長田区 腕塚町６－１－１６　アスタくにづか２番館１１１ 飲食店 JS-0001-1240

アルファオートサービス 神戸市長田区 一番町１－１ ショッピング JS-0004-8282

プリンセスメグメグメグミ 神戸市長田区 久保町６－１－１－１１１ ショッピング ZN-0002-4565

長田武修堂 神戸市長田区 御屋敷通６－２－１２ ショッピング JS-0005-1161

SPIGOLA 神戸市長田区 細田町５－２－１６ ショッピング JS-0005-6159

有限会社ホームテック・サノ 神戸市長田区 山下町２－１－５ ショッピング JS-0004-8903

Belle ＆ Sofa 新長田店 神戸市長田区 大橋町４－４－１７　ヒュースロア１０１－Ｂ ショッピング JS-0002-5374

ルーチェファーム 神戸市長田区 大橋町５－３－１　アスタプラザイースト２１４　 ショッピング ZN-2000-3023

（株）文具のスギハラプレノ長田店 神戸市長田区 大塚町１－８－１１ ショッピング JS-0001-9938

神戸内燃電機 神戸市長田区 二番町４－９ ショッピング JS-0003-9139

有限会社日栄商会 神戸市長田区 腕塚町１０－３－１１ ショッピング JS-0001-9375

ヨシミヤ 神戸市長田区 腕塚町３－１－１４ ショッピング JS-0002-9727

FREEDOM．F 神戸市長田区 五番町８－１７　　 サービス ZN-0003-0542

よねしん鍼灸整骨院 神戸市長田区 御屋敷通２－６－１３ サービス JS-0003-3373

ホームドライ ソレイユ西代店 神戸市長田区 御屋敷通３－１－４７　ソレイユ西代１Ｆ サービス AL-0000-0300

VIVOA 神戸市長田区 山下町１－１－１　小高マンション１Ｆ サービス JS-0003-0313

インフィニィト新長田店 神戸市長田区 若松町３－２－１５　アスタピア新長田エスタプレシオス１０７ サービス ZN-0003-0567

リッツクリーニング JR 新長田店 神戸市長田区 松野通１－１－１２ サービス AL-0000-0339

Hair spot クロウスリィ 神戸市長田区 水笠通３－３－２１　１Ｆ　 サービス SL-2000-0590

ホームドライ サンデイズ 新長田店 神戸市長田区 水笠通３－５－７ サービス AL-0000-0280
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インフィニィトハイダウェイ 神戸市長田区 水笠通４－４－６　 サービス SL-2001-1857

ステラ新長田店 神戸市長田区 水笠通４－５－２　デゴール神戸２　１Ｆ　 サービス ZN-0003-0547

クリーニング アルファ 鷹取店 神戸市長田区 長楽町４－４－１５ サービス JS-0004-8635

宮前写真場 神戸市長田区 長田町２－４－１１ サービス JS-0003-5676

クリーニング アルファ 長田北店 神戸市長田区 片山町２－１８－１７ サービス JS-0004-8693

suntaro 神戸市長田区 腕塚町６－１－１５　アスタくにづか２番館１１６号 サービス JS-0004-6847

カラオケ シュール 神戸市長田区 北町１－５４　高速長田ステーションビル７Ｆ エンターテインメント JS-0002-8865

加藤商店 神戸市長田区 西尻池町３－１－２５ その他 JS-0005-9290

ILCHIBRAINYOGA 神戸新長田 神戸市長田区 大橋町５－３－１　アスタプラザイースト３０６ その他 JS-0003-3051

和食堂オールド 神戸市兵庫区 羽坂通２－１－１３　羽坂ヤマトビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9631

きわ美鶏恵比寿神戸店 神戸市兵庫区 羽坂通４－１　兵庫駅前ビル１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9562

想作酒場 Coeur 神戸市兵庫区 駅前通２－１－２９ 飲食店 JS-0001-8591

鶏屋宮中 神戸市兵庫区 駅前通２－２－３４　西原マンション１Ｆ　 飲食店 ZN-0001-9182

昌園 神戸市兵庫区 下祇園町１－９ 飲食店 JS-0000-9173

吉鳥湊川駅前店 神戸市兵庫区 下沢通１－５－１１　湊川パークサイド１０２　 飲食店 ZN-0001-9439

明石唐々亭ウイングスタジアム店 神戸市兵庫区 金平町１－１９－１５　　 飲食店 ZN-0001-9444

炭火焼肉 椿 神戸市兵庫区 上沢通７－２－５　上沢ハウス１Ｆ 飲食店 JS-0002-4013

戎 神戸市兵庫区 新開地１－４－２３ 飲食店 JS-0001-5701

餃子ノ酒場おおえす メトロこうべ 神戸市兵庫区 新開地２－３　メトロこうべ新開地タウンＥ－６ 飲食店 JS-0004-3714

富士や 神戸市兵庫区 新開地２－３－Ｂ－１４　　 飲食店 ZN-0001-9415

七輪焼肉菊屋 神戸市兵庫区 西宮内町２－１　清風ハイツ１０１ 飲食店 SL-2000-3657

焼肉 港堤 神戸市兵庫区 切戸町７－１３ 飲食店 JS-0001-9996

魚盛 神戸市兵庫区 大開通１－１－１　Ｂ１Ｆ 飲食店 JS-0004-1418

粋屋 神戸市兵庫区 大開通５－１－１４　ベルドール兵庫２ 飲食店 JS-0000-7955

まる五 神戸市兵庫区 中道通１－１－２　　 飲食店 ZN-0001-9565

宇迦 神戸市兵庫区 中道通１－４－１　大和ビル７Ｆ 飲食店 JS-0005-7412

洋食の赤ちゃん 兵庫南 神戸市兵庫区 島上町２－２－２７　メゾン島上１０１ 飲食店 JS-0004-5162

ちぢ金 神戸市兵庫区 福原町２７－６ 飲食店 JS-0005-9731

宝馬 神戸市兵庫区 福原町３－２１ 飲食店 JS-0000-5611

吉鳥新開地駅前店 神戸市兵庫区 福原町３－７　１Ｆ　　 飲食店 ZN-0001-9410

宇迦 神戸市兵庫区 北逆瀬川町４－５　中里ビル２Ｆ 飲食店 JS-0005-5409

婦人服飾 フェイム 神戸市兵庫区 羽坂通４－１－１　兵庫駅前ビルショッピングユー ショッピング JS-0005-4100

MOTORDI 神戸市兵庫区 永沢町２－６　ＪＲ高架下５７ ショッピング JS-0003-4207

神戸ハーバーマリーナ 神戸市兵庫区 遠矢浜町５－３７ ショッピング JS-0005-6294

ヤスダ宝飾 神戸市兵庫区 下沢通６－２－１４ ショッピング JS-0003-6053

フラワーアンドサムシング CO － CO 神戸市兵庫区 吉田町２－４０－１１・１０４ ショッピング JS-0003-9138

奈良酒店 神戸市兵庫区 金平町１－１０－１２ ショッピング JS-0004-6258

ROSSO 神戸市兵庫区 荒田町１－２０－１　パークタウン１Ｆ ショッピング SL-2001-0006

みつわ by しまたに 神戸市兵庫区 荒田町１－２０－１　パークタウン１Ｆ　 ショッピング ZN-0002-5397

ヒシヤ 神戸市兵庫区 荒田町１－２０－１　パークタウン２０ ショッピング JS-0003-9400

ピンクローズ 神戸市兵庫区 荒田町１－２０－１　パークタウン５３ ショッピング JS-0001-1459

Noble 神戸市兵庫区 荒田町１－２０－１　湊川パークタウン２Ｆ ショッピング JS-0001-3042

Angelus 神戸市兵庫区 荒田町１－２０－１　湊川パークタウン３７ ショッピング JS-0001-3002

株式会社モリエン 本社 神戸市兵庫区 荒田町１－４－５ ショッピング JS-0004-2546
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Kidoya Violin 工房 神戸市兵庫区 荒田町１－５－８ ショッピング JS-0000-6816

北の椅子と 神戸市兵庫区 材木町１－２ ショッピング JS-0001-1307

兵庫中央薬局 神戸市兵庫区 材木町１－４　オルファビル　 ショッピング ZN-0003-1451

吉祥堂 上沢店 神戸市兵庫区 上沢通６－１－１ ショッピング JS-0005-8992

バザール上藤 神戸市兵庫区 新開地１－３－３０　　 ショッピング ZN-2000-0880

マルフク靴店 神戸市兵庫区 新開地２－１－７　マルフクビル　 ショッピング ZN-0002-5983

メガネサロン アイル 神戸市兵庫区 水木通６－３－１７　１Ｆ ショッピング SL-2000-3763

マミー本店 神戸市兵庫区 大開通６－３－２２　　 ショッピング ZN-0002-4560

こがね新開地本店 神戸市兵庫区 中道通１－１－７ ショッピング JS-0004-0812

YANYANYAN 神戸市兵庫区 中道通７－３－５　兼井ビル１Ｆ　 ショッピング ZN-0003-1284

堺正元刃物店 本店 神戸市兵庫区 中之島１－１－４ ショッピング JS-0003-5806

オバタ 東山店 神戸市兵庫区 東山町２－３－１３ ショッピング JS-0001-6647

ジャパン・インテリア 神戸市兵庫区 福原町３０－１７ ショッピング SL-2000-7482

バイク屋ふぁーすと 神戸本店 神戸市兵庫区 湊町１－２９６－４ ショッピング JS-0002-1515

ホームドライ 兵庫駅前店 神戸市兵庫区 羽坂通４－２－１１ サービス AL-0000-0330

リペアマスター神戸兵庫店 神戸市兵庫区 駅前通４－２－８ サービス JS-0003-2248

ハリミツクリーニング コープ兵庫店 神戸市兵庫区 駅南通５－１－２－１０１ サービス JS-0004-0677

アニモ動物病院 神戸市兵庫区 五宮町４－１０－１０１ サービス JS-0000-4457

ホームドライ 東山店 神戸市兵庫区 荒田町４－２９　ハートフル湊川内 サービス AL-0000-0302

ドッグスタイル 神戸市兵庫区 新開地１－２－１１ サービス JS-0005-2043

ホームドライ 新開地ステーシヨン店 神戸市兵庫区 新開地２－３　Ｂ１Ｆ サービス AL-0000-0332

有限会社つるや本店 神戸市兵庫区 神田町２８－１０ サービス JS-0004-0483

fleur nail 神戸市兵庫区 水木通１－１－４　グランクロス１４０７ サービス SL-2000-3894

Torte 神戸市兵庫区 水木通５－３－１９　カサパロマ１Ｆ サービス JS-0003-0616

ヘアーズ モガ 神戸市兵庫区 水木通６－１－１　１Ｆ サービス JS-0002-2848

ホームドライ 関西スーパー大開店 神戸市兵庫区 水木通７－１－１０　関西スーパーＢ１Ｆ サービス AL-0000-0301

flow － rare 神戸市兵庫区 大開通７－５－２１　グレイス大開１Ｆ　 サービス ZN-0003-0602

アンビエンテ ロロ 神戸市兵庫区 大開通８－１－２５－１０１ サービス JS-0004-8890

Daisy 神戸市兵庫区 中道通８－１－１　清元ビル１Ｆ サービス JS-0003-0606

なでしこ薬局 神戸市兵庫区 東山町３－２－１１ サービス JS-0004-2958

衣料の美容室 神戸市兵庫区 浜崎通１－３５ サービス JS-0003-7958

FREEDOM．F2 神戸市兵庫区 浜崎通３－１９　　 サービス ZN-0002-7411

HF 神戸市兵庫区 湊川町４－１－４　 サービス SL-2000-3759

美容室 シンデレラ 神戸市兵庫区 湊川町５－２－１　ホワイトビル２Ｆ サービス JS-0000-7565

ホームドライ ひよどりごえ店 神戸市兵庫区 鵯越町１７－４ サービス AL-0000-0334

シャイニーダックス。。 神戸市兵庫区 西多聞通１－３ー２９　ヴィラ神戸１Ｆ その他 SL-2000-6139


